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今やるべきことが、はっきり分かる。

無料招待

最大
16ページの
詳細
データ

予備校界最速！
試験実施から中5日で
君だけの診断レポート
（成績帳票）をスピード返却‼
6/13(木)より成績の主要項目を
WEBで確認できます。

全国一斉実施
6 9日

コチラから
お申し込み
いただけます。

●受験学年部門・高２生部門・
 高１生部門の３部門で実施

●決勝大会を開催　●成績優秀者を表彰

受験学年部門：センター試験本番レベル　
高２生部門・高１生部門：共通テスト対応

めざせ米国トップレベル大！ 米国大学留学支援制度

1人あたり最大28万ドル*の
奨学金を最大10名に
給付します
（返済不要）

約3,000万円を給付

カリフォルニア工科大マサチューセッツ工科大スタンフォード大 カリフォルニア工科大マサチューセッツ工科大スタンフォード大

イェール大イェール大プリンストン大プリンストン大ハーバード大ハーバード大

*年間7万ドル×4年間

合格した先輩の同時期の成績と比較できる
志望校の合否判定に加えて、
志望校合格まであと何点必要かわかる

センター試験本番レベル
マーク式受験学年部門

大学入学共通テストを早期に体験できる
最新の試行調査の分析結果をもとに
出題形式を再現

高２生部門・高１生部門

共通テスト対応
マーク・記述併用式



*高0生は高校生レベルの学力を持った中学生

※掲載内容は予定のため、
　最新情報は東進ドットコム等にて
　ご確認ください。

●実施教科・科目等 ※受験学年部門で受験した場合、最大6教科8科目まで受験できます。

外国語
英語

リスニング

数学Ⅰ・数学Ａ

数学Ⅱ・数学Ｂ

国語

数学①

数学②

国語

理科
グループ①
理科
グループ②

地理歴史・
公民

80分

60分

1科目 60分
2科目 120分

1科目 60分

2科目 120分

80分

配点試験時間出題範囲教科・科目
試験形式

受験学年部門
マーク式

※1 理科の「基礎」を付した科目は2科目選択必須（ 計60分、50点×2科目 計100点）です。１科目のみの受験はできません。
※2 現代文のみの受験も可能
※3 地理歴史・公民2科目受験者および理科選択パターンDの受験者は、必ず指定された時間に第1解答科目、
 第２解答科目を受験してください。
※4 地理歴史・公民1科目受験者は第2解答科目の時間に受験してください。

●対象 高３生・高２生・高１生・高０生*

●日程 6月9日（日） ●インターネット申込締切 6月6日（木）

●試験形式 全教科マーク式（高2生部門・高１生部門は数学Ⅰ・A、国語に記述式を含む）

世界史B、日本史B、地理B、倫理、
政治・経済、現代社会、『倫理、
政治・経済』から最大2科目

｢コミュニケーション英語Ⅰ」に加
えて、 ｢コミュニケーション英語Ⅱ」
および「英語表現Ⅰ」を出題

数学Ⅰ・数学A　全範囲

数学Ⅱ・数学Ｂ　全範囲（確率
分布と統計的な推測を除く）

国語総合の内容を出題範囲とし、
近代以降の文章、古典（古文・
漢文）を出題 

物理、化学、生物、地学
から最大2科目

物理基礎、化学基礎、生物基礎、
地学基礎より2科目※1

各科目　全範囲 

 

 各科目　全範囲 

 

 

200点

100点

200点

100点
200点

100点

200点

60分 100点

30分 50点

60分 100点

80分

60分

100分

配点試験時間出題範囲

高２生部門

数学Ⅰ・数学A　全範囲

数学Ⅱ・数学B　全範囲

CEFR A１，A２，B１レベル CEFR A１，A２，B１レベル

英文読解問題
（CEFR A１，A２，B１レベル）

英文読解問題
（CEFR A１，A２，B１レベル）

現代文・古典
（記述式問題は段階別評価）

現代文・古典
（記述式問題は段階別評価）

100点

100点

200点

30分 100点

70分 100点

80分

100分

配点試験時間出題範囲

高1生部門
マーク・記述併用式

中学履修範囲と数学Ⅰ・数学A（数と式、
集合と命題、２次関数、場合の数）

100点

ーーー

200点

30分 100点

70分 200点

●理科の科目選択方法と時間割

●提供資料〔東進ドットコム www.toshin.com で公開〕
① 解答解説集…試験当日、東進ドットコムで公開
② 復習ツール（講評・リスニング音声）…試験実施8日後より東進ドットコムで公開

① 受講方法…校舎受講（申込校舎にてお申し込みください）
② 試験実施翌日より公開（～2020年3月31日）

① WEB成績速報…試験実施から中３日で得点、
 志望校判定や優先学習単元を速報します。
 ※郵送返却をご希望の方はお申し込み時に
 お問い合わせください(有料)。 

② 個人成績帳票返却…詳細な個人成績帳票は、
 試験実施から中５日の返却開始日より
 1カ月の間に、受験した校舎の窓口で
 受験票を提示し、お受け取りください。
 (受付時間は受験校舎にご確認ください)

●個人成績帳票返却

●合格指導解説授業

A

B

C

D

理科グループ①から2科目

理科グループ②から1科目

理科グループ①から2科目＊1および
理科グループ②から1科目＊2

理科グループ②から2科目

18：10 ～ 19：10

18：10 ～ 19：10

18：10 ～ 19：10
（＊1 受験）

18：10 ～ 19：10
（第１解答科目受験）

パターン 科目選択方法 時間割

ー

ー

19：20 ～ 20：20
（＊2 受験）

19：20 ～ 20：20
（第２解答科目受験）

6/13（木）結果の一部をWEB速報、
6/15（土）個人成績帳票を返却

※2

●時間割例

地理歴史・
公民

国語

昼休み
個人マスター記入
英語
リスニング
数学①
数学②

理科

第１解答
科目※3

第２解答
科目※3,4

選択パターン
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ※3

選択パターン
Ｃ、Ｄ※3

8：30 ～ 9：30

9：45 ～ 10：45

10：55 ～ 12：15
 
12：15 ～ 12：55
12：55 ～ 13：15
13：25 ～ 14：45
14：55 ～ 15：25
15：35 ～ 16：35
16：55 ～ 17：55

18：10 ～ 19：10

19：20 ～ 20：20

ー

ー

10：35 ～ 12：15
 
12：15 ～ 12：55
12：55 ～ 13：15
13：25 ～ 14：45
14：55 ～ 15：25
15：35 ～ 16：45
16：55 ～ 17：55

ー

ー

教科・科目
時間

※2

受験学年部門 高２生部門・
高１生部門

●実施会場  東進ハイスクール・東進衛星予備校 各校舎、特別会場、東進公認会場

確認事項 お申し込み時に登録いただいた情報をもとに成績優秀者一覧への掲載、学習指導用資料（在籍高校向け）の作成、各種案内の送付などを行います。
また、登録いただいた項目は成績の処理及び、成績結果に基づいてコーチング（第一志望校合格への指導）を行う上で不可欠なものです。この模
試によりモチベーションが上がり、第一志望校合格への大きなステップとなるようスタッフ一同全力でサポートを行っています。以上の内容をご了
承の上、お申し込みください。ご不明な点がございましたら東進コンテンツ本部教務企画運営部（0422-79-9800）までご連絡ください。
東進模試を主催する株式会社ナガセのプライバシーポリシーはホームページ（http://www.toshin.com/privacy）でご覧になれます。

●大学入試終了後、入試結果について電話・ハガキでアンケート調査をさせていただく場合があります。後輩の指導のためご協力をお願いいたします。
●成績優秀者は、その栄誉を讃え、ウェブサイト・新聞等で氏名・都道府県・在籍学校名および成績などを発表させていただきます。

学力が伸びるポイント

お問い合わせは右記記載の校舎または東進本部まで

全
国
統
一
高
校
生
テ
ス
ト 

実
施
要
項

模試受験の目的は、学力を測り志望校の合否を判定することだけで
はありません。大学受験を目指す高校生にとって本当に大切なのは「学
力を伸ばす」ことです。東進は、日本の将来を担う高校生の誰もが受験
できるように、「全国統一高校生テスト」を年２回（６月と１０月）全国
1,200カ所以上の会場で無料実施してきました。

このテストでは、自分の弱点や、やるべき課題が明確になり、学力を
伸ばすヒントが得られます。さらには、まだ見ぬ全国のライバルたちと
出会い共に切磋琢磨し、志望校合格とその先の志の実現に向けた大き
な一歩となることを願っています。皆さんの成長は、多くの課題を抱え
る日本を元気にする原動力となるはずです。

無料招待

0120-104-555

0120-104-531

対象：高1生～高3生　主催：東進

学力の全国大会
全国統一テスト 対象：中1生～中3生　主催：東進日日 926 日26 5 6

対象：小1生～小6生　主催：四谷大塚

やるべきことが明確になる。学力を伸ばすための模試

1特長

2特長

3特長

学力を測るだけでなく、今やるべきことが、はっきり分かる
全国統一高校生テストに、君を特別招待します。 君だけの

診断レポート（成績帳票）で
自分の弱点とやるべき
課題が明確になる

一流講師による
解説授業で
効果的な復習ができる

成績帳票は試験実施から
中5日のスピード返却
（詳細データ最大16 ページ）
試験実施から中3日で
成績の主要項目をWEB返却


